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１．開 会         省 略 

２．新委員紹介       省 略 

３．部会長挨拶       省 略 

４．議事 

 

〇事務局 本日の議題はお手元に配付の会議次第のとおりでございます。なお、資料の

送付が遅れましたことをこの場をお借りし、おわび申し上げます。申しわけありませ

んでした。 

  本日の資料は、次第、焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹介、計画施設規模の設

定・計画ごみ質の設定、排ガス処理方式の紹介・公害防止基準の確認、熱利用の方向

性、プラントメーカーへの調査項目・アンケートの設定、参考資料といたしましてご

み処理対策委員会専門部会のスケジュールをお配りさせていただいております。資料

が不足している委員がおりましたら、お手数ですが事務局までお願いをいたします。 

  本日はお配りいたしました会議次第より進めさせていただきますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

  それでは、進行を矢澤部会長にお願いいたします。 

 

〇矢澤部会長 それでは、これより議事に入らせていただきます。運営要領第７条及び

第４条第２項に基づき、会議の公開、非公開について委員の皆様にお諮りいたします。

今回の会議につきまして、公開でよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 異議がないということで、今回の会議は公開で行います。傍聴人の方が

いらっしゃいましたら、入室をさせてください。 

 

〇事務局 傍聴はございません。 

 

４－１）副部会長の指名 
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〇矢澤部会長 はい、わかりました。続きまして、副部会長の指名につきまして事務局

より説明をお願いします。 

 

〇事務局 それでは、ご説明申し上げます。先ほど申し上げました立本先生の死去に伴

いまして、本部会の副部会長が空席となっております。今後審議を進めるに当たりま

して、副部会長を決定していただきたいと思います。決定方法等は特に決まっており

ませんが、平成27年度第１回ごみ処理対策委員会専門部会では部会長に副部会長を指

名していただきましたので、今回も同様に副部会長を指名していただきたいと思いま

す。以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 それでは、私の方から副部会長を指名させていただきます。ごみ処理施

設の整備に携わったご経験をお持ちの町田委員に副部会長をお引き受け願いたいと思

います。よろしくお願いします。 

 

〇町田副部会長 それでは、副部会長をご指名いただきましたので。私は、千葉大学の

町田と申します。よろしくお願いいたします。立本先生の急逝に伴いまして、私はご

覧のとおりで経験も少なく、他の委員の先生方が非常にご経験ある方で安心はしてお

るのですが、途中から入ってピンチヒッター的な存在ですので、皆さんの足を引っ張

らないように、うまく流れがスムーズに進むように努力していきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

４－２）焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹介 

 

〇矢澤部会長 続きまして、議事の２点目、焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹介に

つきまして、事務局に説明をお願いします。 

 

〇阿部委員 済みません、実はいただいた中に資料が入っていなかったのですが。予備

がありましたら、いただけますか。 

 

〇事務局 失礼しました。 

 

〇矢澤部会長 無いのは、何の資料でしたか。 
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〇阿部委員 いただいた中に議事録以外のものは入っていませんでした。 

 

〇矢澤部会長 一式持っていない。 

 

〇阿部委員 はい。 

 

〇矢澤部会長 それでは、事務局、お願いします。 

 

〇事務局 大変失礼いたしました。廃棄物対策課の花島です。よろしくお願いいたしま

す。ちょっと説明が長くなりますので、座ってご説明させていただきます。 

それでは、資料Ｎｏ．１の説明の前に、今後のスケジュール並びに本日委員の皆様

にご審議いただきたい事項についてご説明させていただきます。事前に配付させてい

ただきました参考資料、ごみ処理対策委員会専門部会のスケジュールをごらんくださ

い。資料の後ろの方についていたかと思います。 

  委員の皆様には５月10日と５月23日に先進地視察を行い、委員の皆様に代表的なご

み処理方式を採用している成田富里いずみ清掃工場や芳賀地区エコステーション、ク

リーンプラザふじみをごらんいただきました。本日は、今年度第３回、通算では第５

回の専門部会です。本日からごみ処理施設整備基本構想の本格的な審議をいたしてい

ただきたいと考えております。この基本構想は、次期ごみ処理施設の基本的方向性を

示すものとなります。基本構想の中にはごみ処理方式や計画施設規模、計画ごみ質、

排ガス処理方式、公害防止基準、熱利用の方向性、リサイクルセンターの構造・処理

方式等、概算事業等の次期ごみ処理施設の基本的方向性を示す事項を盛り込みたいと

考えております。 

  今後のスケジュールといたしましては、本日と次回でこれらの事項をご審議いただ

いた後、９月２８日水曜日に基本構想の答申素案をお示ししてご審議いただき、１０

月に基本構想の答申書を決定していただきたいと考えております。その後、１カ月の

パブリックコメントを経て、基本構想の策定となります。 

  本日は、まず次回でご審議いただく予定のごみ処理方式の設定と深く関係いたしま

す、ごみを焼却・溶融した場合に生じる焼却灰・溶融スラグの処理方法等の紹介をし

たいと考えております。その次に、次期ごみ処理施設の整備を進める上で必要となる

施設規模とごみ質を委員の皆様に専門部会として決定していただきたいと思います。

また、次回決定していただきたいと考えております排ガス処理方式・公害防止基準に

ついて本日、排ガス処理方式の紹介・公害防止基準の確認をさせていただきたいと考
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えております。さらに、ごみ焼却・溶融から生じる熱利用の方向性についても、今回

委員の皆様に基本的な方向性を専門部会として決定していただきたいと考えておりま

す。 

  最後に基本構想をまとめるためにはプラントメーカーより最新のごみ処理施設にか

かわる技術情報や方策等に関する基礎情報を得る必要があることから、プラントメー

カーへの調査項目・アンケートの設定についてご審議いただき、認められましたらア

ンケートをプラントメーカーに送付したいと考えております。 

  続きまして、資料Ｎｏ．１のご説明をさせていただきたいと思います。資料Ｎｏ．

１をごらんください。まず第一に、焼却灰・溶融スラグの概要についてご説明いたし

ます。委員の皆様には３カ所の代表的なごみ処理方式を採用している施設をごらんい

ただきました。ごみ焼却施設に搬入されたごみは、主にごみ処理方式がストーカ式の

場合は焼却灰、主灰・飛灰、ガス化溶融方式の場合は溶融スラグとなります。ただし、

ガス溶融方式でも飛灰が発生します。表１―１と図１―１をごらんください。 

  ストーカ式焼却方式では主灰と飛灰が発生します。主灰とはごみ焼却炉で燃やされ

た後に残る燃え殻のことです。主灰は、焼却炉の炉底から排出されます。これに対し

て、飛灰とはごみ焼却時に発生する灰のうち集じん器で集められたばいじん等、ボイ

ラ等から払い落とされたばいじんの総称です。ごみを焼却しますと、焼却に伴い発生

する排ガスを処理する必要があります。後ほど排ガス処理方式の紹介・公害防止基準

の確認でご説明いたしますが、排ガスはボイラ、空気余熱器、減温棟、集じん器を通

るわけですが、このプロセスの中で捕集されたばいじんが飛灰です。 

  次のページに移ります。図１―２をごらんください。こちらがシャフト式ガス化溶

融炉になります。上の部分になります。こちらは、コークス等を利用して高温でごみ

を溶融し、溶融スラグとメタルが炉底から排出されることになります。また、流動床

式ガス化溶融方式では、ガス化炉でメタルやガレキ等を分離回収し、主としてチャー

中の灰分のみを溶融します。 

  続きまして、次のページをお開きください。焼却灰・溶融スラグの処理方法等のご

説明をいたします。現施設では焼却により発生した灰を民間処分場に埋め立て処分を

委託しております。将来のごみ処理方式をストーカ式焼却方式とした場合、焼却灰が

発生することになります。この場合、焼却方法としては引き続き民間処分場に埋め立

て処分をするか、資源化の方法を模索する必要があります。表２―１でお示ししてい

るとおり、焼却灰の処理の民間委託の利点としては、市町村によって焼却灰の処理方

法を選択することが可能であるほか、民間企業の方が有効利用について実行しやすい

こと、民間処分場に埋め立て処分を委託可能であることが挙げられます。 
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  なお、将来のごみ処理方式をガス化溶融方式とした場合、溶融スラグが生成され、

その処理が問題となります。溶融スラグは、建設資材等への利用が可能とされており、

利用に取り組んでいる自治体がある中、溶融スラグの全部、または大半を利用するこ

となく埋立処分をしている例が７７事業主体中１７事業主体において見受けられたと

する会計検査院の検査結果が報告されている。 

  次のページの３、焼却灰の資源化の概要に移ります。焼却灰を民間処分場に埋め立

て処分する以外に焼却灰を資源化する方法がございます。まず１点目が、主灰・飛灰

を高温で溶融し、スラグとメタルにする方法です。この方法は、民間の精錬技術を応

用したもので、溶融スラグの中の重金属の含有量が少なく、安全性は高いというメリ

ットはありますが、骨材としての用途が限られ、取引価格が安い、受け入れが全国４

カ所しかない、二酸化炭素排出量が多い、焼成やセメント資源化と比べてコストが高

いというデメリットがあります。 

  ２つ目の焼成ですが、これは焼却灰を単体または副原料として混合して1,000度から

1,100度程度で加熱、焼成処理する方法です。処理後は、砂状の固形物となり建設資材

として利用されます。この方法は、コストが他の２つと比較すると低く、二酸化炭素

の排出量も中程度ですが、焼成技術は重金属類除去温度域にないため、重金属類のコ

ントロールが必要であるほか、ＪＩＳ規格が整備されておらず、人口砂としての用途

が限られている。また、取引価格も安く、受け入れも全国で２カ所と少なくなってお

ります。 

  ３つ目のセメント資源化ですが、主灰・飛灰を原料として、セメントを製造する方

法です。この方法は重金属類の溶出懸念は通常のセメントと同じレベルであり、安全

性の面ですぐれているほか、品質用途も通常のセメントと同様に品質管理されて使用

できるということでございます。また、受け入れ場所も全国各地に点在しており、二

酸化炭素排出量も少なく、コスト面でも処理委託費で主灰が約2.5から3.2万円、飛灰

が約3.0から6.3万円となっております。 

  続きまして、溶融スラグの利用についてご説明させていただきます。次のページを

お開きください。溶融スラグは、埋立処分することなく建設資材等として利用を図れ

ば、最終処分場の延命化に効果的とされております。しかし、溶融固化施設の運営及

び維持管理並びに溶融スラグの利用について、こちら平成26年６月30日付会計検査院

環境大臣宛てによりますと、溶融スラグの全部または大半を利用することなく埋立処

分している事態が見受けられるということになっております。会計検査院の検査結果

は、表４―１のとおりとなっております。上段の生成した溶融スラグの全部または大

半を利用していないものは、ガス化溶融方式で溶融スラグの処分場で埋め立てしてい
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るものです。委員の皆様にご視察していただいた成田富里いずみ清掃工場も、現在埋

立処分をしております。 

  下の段の溶融固化施設の適切な運営及び維持管理を行っておらず長期にわたって使

用していないものは、焼却方式プラス外部溶融方式を採用しているもので、焼却から

出た焼却灰は、本来溶融固化すべきところ、溶融固化施設の使用を継続することによ

る経費や溶融スラグの利用状況等を考慮した結果、焼却灰を溶融固化せずに最終処分

場へ直接埋め立てる方式に変更するなどしたものです。補足しますと、溶融スラグは、

本来リサイクルを行うために高い費用をかけて生成するものです。会計検査院の検査

結果は、高い費用をかけたのは建設資材等への利用を図るためであり、受け入れ先の

確保が困難であるからと言って、生成した溶融スラグを処分場へ埋め立てすべきでは

ないかの見地から出されたものです。 

  これら検査結果から、溶融スラグの利用については、品質管理や売却先の確保等が

不十分だった場合、受け入れ先の確保が困難になり、利用することなく埋め立て処分

を行う事態となる可能性が考えられます。 

  なお、溶融スラグの方が焼却灰に比べて容積が小さくなり、減容率が高くなりまし

て、最終処分場の延命化に役立つというメリットがあるという意見もありますが、こ

のような方法は適切でないというのが国の考え方でございます。また、焼却灰を埋め

立て場合、時間がたつにつれて焼却灰も圧力で減容化することから、埋め立てするの

であればガス化溶融方式を採用する意味は乏しくなります。 

  続きまして、次のページをお開きください。千葉県の溶融スラグの生産量・有効利

用量等の推移になります。表５―１、図５―１をごらんください。溶融スラグの生産

量は、平成23年度の２万4,877トンから平成27年度の３万842トンと増加していました

が、溶融スラグの有効利用率は平成23年度の81.1％から平成27年度の69.3％と減少傾

向が見られます。また、以下の結果から平成27年度に千葉県で生成された溶融スラグ

は、有効利用率が69.3％となっており、全体の約３割が埋め立て処分等によって処分

されていると考えられます。 

  資料の説明は、以上となります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまご説明がございましたが、この内容

に関しまして委員の皆様からご意見、ご質問があればお願いいたします。 

 

〇林田委員 ちょっと補足させていただいてもよろしいでしょうか。 
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〇矢澤部会長 はい。 

 

〇林田委員 スラグ化というのが環境省から平成10年ぐらいですか、灰については溶か

してスラグ化しないと補助金は出さないということが出まして、それ以降自治体が作

る施設についてはガス化溶融、灰を溶かすということで施設をつくってきたんですけ

ど、作った結果、灰をスラグ化するということは埋め立てないで再利用するという前

提だったんですけど、先ほどお話ありましたように、なかなか利用が進まないと。施

設自体がもう休止したりする施設が多くて環境省がもう方針を改めましてスラグ化し

なくても補助金出しますよと。従来の方式、この会計検査院の報告が５ページにあり

ますけど、この結果を受けまして環境省はスラグ化しなくてもいいですよと、方針を

転換したのです。それ以降、ガス化溶融炉についても熱が冷めたと言いますか、もう

補助金が出るからということでやっていたんですけど、やはり先ほどありましたよう

に、コストが非常に高いと。建設コストも高いのですけど、スラグをつくるためのい

ろんな費用もかかるということで、現在はもう見ていただいた、今回見ていただきま

したが、ストーカ方式、ふじみ衛生で見ていただきましたけど、だんだんストーカ方

式への建設の割合が高くなっているという状況にあります。ちょっと今お話がありま

したので、少し補足させていただいたのですけど。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。国の制度が資源化という方向で設定されて、

そういう方向で動いたのですが、なかなか利用先が確保できないということで溶融す

るコストもかかりますので、実際の現場ではそううまくいかなかったという理解でよ

ろしいのですか。 

 

〇林田委員 そうです。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますか。はい、どうぞ。 

 

〇阿部委員 この焼却灰についてですけど、これについてもいろいろ技術的には使い道

があるけども、これは溶融スラグでも一緒でしょうけど、実際には使うのが難しいと

いうことになっていますが、焼却灰のことについても、今四街道市は具体的にはやは

り焼却灰だけど埋め立てやられていますよね。ですから、技術的に利用できるかどう

かじゃなくて、実際に処理してもらえる人ともらえるところがあるかどうかというの

が一番重要なポイントになるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 
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〇事務局 お答えさせていただきます。おっしゃるとおり、現在の四街道市の焼却灰に

つきましても、千葉県内の民間処分場、あとは茨城県内の民間処分場に埋立処分の委

託をしております。東日本大震災の前は、実はエコセメント化というものをしており

ました。ただ震災の影響でその施設が停止してしまいまして、やむなく全て最終処分

場へ埋め立てということになっております。以上です。 

 

〇事務局 ちょっと補足なのですけれども、やはり阿部委員が言われたように、出口、

出口をきちっと確保した中で処理方式を考えていく。そういうことも大変重要かと思

います。 

 

〇阿部委員 わかりました。今度の新しい炉につきましても、やはりそういうこともよ

く検討していただきたいというふうに思います。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。私からちょっとお伺い

していいですか。廃炉処分でスラグとか、費用が書いてあるのですが、その埋め立て

た場合は、今幾らぐらいなのでしょうか。 

 

〇事務局 今現在、運搬料込みでトン当たり３万5,000円から４万円ぐらいでございます。 

 

〇矢澤部会長 あとセメント資源化というのが二重丸がいっぱい付いていて、安全性も、

それから全国各地で受け入れされる能力もあるということですが、県内の市原にあっ

たエコセメントというのは休止しているのは承知をしていますが、その方向性という

のは可能性があるのでしょうか。 

 

〇事務局 今はその受け入れ先がない状況なのですけれども、新たに受入先ができれば

可能性としては考えられます。以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 全国各地と言っているけども、結構距離はあるということですね。運搬

が大変だというイメージでしょうか。 

 

〇事務局 最初のご質問は、エコセメがこの先また再開できるかというところなのです

けれども、現時点では再開の目途は立っていないということを伺っております。それ

から、今、部会長から運搬コストがかかるのではないかということですが、それはも
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ちろんそのとおりでございます。 

 

〇林田委員 ちょっと、済みません。セメント原料化ということで、ほかの自治体の例

などをお話ししますと、今ありましたエコセメントというのは焼却灰を専門に引き取

ってセメントをつくるというのですけど、その他に、太平洋セメントだとか住友セメ

ントだとか、大きなセメント会社が、焼却灰、飛灰を引き取って原料の中に一部混ぜ

て使っています。セメント会社も、何百万トンというもう大変な量をつくっています

ので。ですから、焼却灰幾らか入っても余り影響ないということで、大手のセメント

会社が今受入れを開始しています。そういう意味では、埼玉の太平洋セメントとか大

きな会社が今、受入れをしています。埼玉県はほとんどセメント会社に引き取らせて

いるという状況にあります。 

 

〇矢澤部会長 はい。 

 

〇阿部委員 噂に聞いたのですけど、鉄鋼会社などの炉を採用したら溶融スラグはずっ

と引き取ってもらえるというような話をちらっと聞いたのですけど、そういうことと

いうのはあるのでしょうか。 

 

〇事務局 新日鉄の関係だと思うのですけども、やはりそういう販路が確保されていれ

ば有効利用されている事例は県内でもございます。具体的には新日鉄かと。 

 

〇阿部委員 どうもありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますか。冒頭、事務局のほうから今後の検討のスケジュー

ルの説明がありましたように、ごみ焼却方式につきましては、今後プラントメーカー

へのアンケートを行って、実際にそのプラントメーカーの意見といいますか、考え方

というのですか、もうちょっと具体的なことを確認した上で引き続き次回検討したい

と思います。 

  それでは、次に移らせていただきます。３点目、計画施設規模の設定・計画ごみ質

の設定につきまして、事務局より説明をお願いします。 

 

４－３）計画施設規模の設定・計画ごみ質の設定 
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〇事務局 それでは、ご説明させていただきます。１ページ目をめくっていただきまし

て、計画施設規模についてご説明させていただきます。まず１点目、エネルギー回収

型廃棄物処理施設の整備規模になります。続いて、次期ごみ処理施設の施設整備規模

についてご説明をさせていただきます。 

  施設規模は、処理量が最大となる平成35年度の年間処理量に基づき算定しておりま

す。なお、平成35年度は四街道市の人口のピーク年でもあります。その下の1.1、エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設の1.1.1、通常ごみを処理するための施設規模につきまし

ては、まずエネルギー回収型廃棄物処理施設の施設規模についてですが、こちらは現

施設の焼却設備に相当する施設となります。処理の対象物は、可燃ごみ、粗大ごみの

破砕選別残渣、プラスチック・ビニール類のうち再生利用に適さないものとしており

ます。これら３つの平成35年度の年間処理量予測が１万9,464トンとなっており、この

１万9,464トンを年間日数、実稼働率、調整稼働率で割った数字が日量約73トンとなり

ます。この日量約73トンが通常ごみを処理するための施設規模となります。 

  続きまして、1.1.2、災害ごみの処理に対応するための施設規模です。こちらは、東

日本大震災で問題となった災害廃棄物の処理を考える必要があるため項目を設けさせ

ていただきました。詳しくは、３ページ目をお開きください。こちらにつきましては、

四街道市で焼却処理を要する可燃性災害廃棄物の量は、約１万4,700トンと想定されま

す。日量約73トンの施設規模ですと、実稼働率と調整稼働率を同一と仮定しますと、

災害廃棄物の処理に単純計算で５年以上、５年２カ月程度の時間を要するにことにな

ります。資料にあるとおり、東日本大震災にかかわる災害廃棄物の処理指針、平成23

年５月16日環境省における処理期間は約３年となっております。そのため計画施設規

模を24時間当たり73トンから24時間当たり80トンとしまして、緊急時の対応として実

稼働日数を320日、停止日数、こちらを年間46日程度、こちらは定期点検と定期補修を

考えております。そして、災害ごみの処理に対応したいと考えております。 

  続きまして、1.2、１ページ目にお戻りいただきたいと思います。今ご説明した内容

が、この１ページ上段に書かれている内容となっております。 

  続きまして、1.2、マテリアルリサイクル推進施設、こちらは現施設で処理を行って

いる粗大ごみの破砕・選別処理とプラスチック、ビニール類の破袋・選別・圧縮・梱

包施設のことです。 

  これについても、エネルギー回収型廃棄物処理施設と同じく、処理量が最大となる

平成35年度の年間処理量に基づき算定しております。これによれば、粗大ごみ、プラ

スチック類の年間処理量は粗大ごみが616トン、プラスチック類は1,498トンとなって

おります。 
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  粗大ごみ処理施設の施設規模は、年間処理量を年間日数で割りまして、それに月変

動係数を乗じて、実稼働率を除して算出しております。プラスチック処理施設につい

ても同様です。そうしますと、粗大ごみ処理施設の施設規模は日量3.9トン、プラスチ

ック処理施設の施設規模は日量8.1トンとなります。両方を合計しますと12トンとなり

ます。 

計画施設規模の説明は、以上でございます。 

  それでは、次のページをお開きください。こちらが２、計画ごみ質になります。ま

ず、計画ごみ質と三成分、低位発熱量のご説明をさせていただきます。ごみ質とは、

ごみの持つ物理的性質及び化学的性質の総称でございます。ごみ質は、ごみ処理施設

を計画、運営していく上で非常に重要なものです。ごみの三成分とは水分、可燃分、

灰分を指します。これによりごみの性状や燃焼量を大まかに把握することができます。

水分はごみサンプルを105度で２時間乾燥させたときの減量分のことです。可燃分は、

乾燥ごみを電気炉等で完全燃焼させた場合の減量分のことです。灰分、こちらは可燃

物質がそれぞれ持っている固有の灰分とガラス、金属、土砂などの不燃物の合計のこ

とです。 

  続きまして、発熱量とはごみが燃焼したときに発生する熱量のことです。発熱量に

も高位発熱量と低位発熱量がありますが、一般的にはごみの水分及び可燃分中の水素

が燃焼により水になったときの蒸発潜熱を高位発熱量から差し引いた低位発熱量を用

います。発熱量は、例えばストーカの面積、燃焼室容積、ガス冷却装置、排ガス処理

装置などを計画する際に必須の数値となっております。 

  続きまして、単位体積重量につきましては、計画対象ごみ１立方メートル当たりの

重量のことで、収集運搬における車両の運行計画、最終処分場の計画などのほか、焼

却施設等のごみピットの容量やクレーンの設計のための諸元、あるいは破砕選別ほか

各種施設内の貯留設備、搬送設備等の設計に用いる数値です。 

  続きまして、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみはこの発熱量による区分でございまし

て、過去の実績をもとに通常90％信頼区間の下限値のごみを低質ごみ、上限値のごみ

を高質ごみ、平均値のごみを基準ごみといいます。低質ごみについては、生ごみと想

定していただければと思います。高質ごみは、プラスチック等を含んだごみとイメー

ジしていただければと思います。ごみの発熱量が低い場合には、炉の温度が低下し、

焼却の安定性は失われがちになる上、焼却完結にはより長時間を要することから、一

定の焼却灰質を保とうとする場合には、焼却能力は低下する傾向にあります。 

  一方、水分が少なく発熱量が高い場合には供給空気量、燃焼ガス量はともに増大し

まして、発熱量は大きくなることから、ガス冷却設備、通風設備、灰ガス設備等が能
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力限界に達すると、焼却能力が制限されることとなります。 

  続きまして、ごみ焼却施設における計画ごみ質についてご説明させていただきたい

と思います。こちらは、三成分低位発熱量、こちらにつきましては平成23年度から27

年度の四街道市クリーンセンターにおけるごみ質分析結果、ピットごみの統計処理結

果をもとに新たに加えるプラスチック類を勘案しまして、表２―１に示すとおり設定

しました。この現基準ごみの低位発熱量をもとにごみ処理施設を計画してまいります。 

  続きまして、２．２、リサイクル施設における計画ごみ。こちらにつきましては、

リサイクル施設における処理対象物は、単位体積重量と処理内訳が表２―２と表２―

３になります。なお、粗大ごみの単位体積重量は、ごみ処理施設整備の計画・設計要

領2006年度改定版に基づき設定したもので、プラスチック類の単位体積重量は、平成1

5年度から19年度の現施設のごみ質分析結果をもとに設定したものとなります。 

  説明は以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質

問があればお願いいたします。どうぞ。 

 

〇阿部委員 これを見ましたら、プラスチックは分別回収して、今と同じような処理を

するというようなことになっていますけども、エネルギーを回収する目的の焼却炉を

つくった場合にはプラスチックごみは、もう一緒に燃やしてしまうほうがいいのでは

ないですか。 

 

〇事務局 容器包装リサイクル法に基づく処理を行っているもの以外のプラスチック類

については、今は燃やしていないのですけれども、燃やすという方向で考えた資料と

なっております。以上でございます。 

 

〇阿部委員 今の焼却設備を拝見したところ、プラスチックの人力による選別がかなり

無駄な人件費を使っているように思うので、ああいうものは容器包装も含めて全部燃

やしてしまう方が結果的にはいろんな点でコストが安いし、リサイクルするとかえっ

て環境に負荷がかかるという説をなす先生もいらっしゃるわけですから。そういう点

から行くと、もう燃やしてしまう方が、全量を燃やしてしまう方がよくはないですか。 

 

〇事務局 お答え申し上げます。確かにエネルギーを回収するという点に主眼をおけば

阿部委員のおっしゃることにも一理あります。ただ、やはり日本という資源が限られ



 

- 13 - 

た国の中で、国が容器包装リサイクル法というものを打ち出して、それによってプラ

スチックもリサイクルしていきましょうという指導といったものがございますので。

そこをあえてエネルギーの回収だけを考えて容器包装リサイクル法はやらないと。今

までやってきたのをやめてしまうというのは少しいかがなものかなと。ただ、そうは

申しましても、費用もかかる。これは当然でございます。そういったことを勘案しま

して、いわゆる容器包装からはじき出されてくるプラスチック、これは今まで銚子市

に持っていったわけですけれども、費用等もかかりますので、そういったものについ

ては、今後はこの施設で処理焼却をしていこうという方向で現在考えてはおります。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。ペットボトルみたいなものについては、一応リサ

イクルルートが確立されているということで、これは従来どおりやるけども、今現在

は燃やせないごみという形で手作業で分けて、使えるものとかペットボトルなどは回

収しますが、それ以外は銚子へ民間に外注で焼却をしている部分を新しい施設では一

緒に焼却しましょうという考え方だということです。 

  ほかにございますか。私から聞いてしまっていいでしょうか。計画ごみ質について

５年分のデータを統計処理ということなのですが、データとしてはどのぐらいあるの

でしょうか。月に１回ぐらい測っているのでしょうか。 

 

〇事務局 お答えいたします。毎月報告しています。 

 

〇矢澤部会長 あと、ごみ処理施設とは関係ないのですが、災害廃棄物の話が書いてあ

るのですけども、災害時に近隣自治体との援助協定みたいなものは、四街道市は結ば

れているのでしょうか。 

 

〇事務局 そういった協定も当然あります。 

 

〇矢澤部会長 場合によっては四街道市が被災しなくて、協定先の市で被害があって、

焼却を頼まれるという、逆もあるのかもしれませんけど、そういう事態もあり得ると

いうことでしょうか。 

 

〇事務局 おっしゃるとおり、そういった事態も考えられます。そういった場合は、受
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け入れさせていただくことになります。 

 

〇事務局 今、近隣自治体との協定というお話がございましたが、これはどこの近隣と

いうことではなくて、千葉県下、当時80市町村ありましたが、その中、全市町村が災

害等からの場合に援助協定ということで全市町が署名をしております。ただ、今は合

併をしていますので、自治体数も変わっておりますが、そういったことで被災した地

区がどこになるかはわかりませんけれども、そういった形で県が多分間に入りまして、

いろいろ調整をとっていただけるのだと思います。以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 はい、わかりました。ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見

ございますでしょうか。無いようでしたら、皆様にお諮りをしたいのですが、計画施

設規模・計画ごみ質につきまして、ただいま説明のありました事務局案のとおりとし

て今後検討を進めていきたい。具体的にはプラントメーカーへのアンケートをすると

きの条件になるのですが、こういう形でこういう数字で進めていきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 異議がないようですので、計画施設規模の設定・計画ごみ質の設定につ

きましては、この部会におきましては、事務局の案のとおり決定をさせていただきま

す。 

  続きまして、４点目、排ガス処理方式の紹介・公害防止基準の確認につきまして、

事務局より説明をお願いします。 

 

４－４）排ガス処理方式の紹介・公害防止基準の確認 

 

〇事務局 資料ナンバー３、排ガス処理公害防止基準に移らせていただきます。着座に

て失礼いたします。 

  ２ページ目をごらんください。排ガスの自主規制値を設定する有害物質と主な除去

設備をお示ししたのが表１―１になります。自主規制値を設定する有害物質は、ばい

じん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、ダイオキシン類としたいと考えておりま

す。また、平成25年に水銀に関する水俣条約が採択されまして、法規制も検討されて

いることから水銀に関しても自主規制値の設定を検討したいと考えております。 
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  なお、窒素酸化物、ダイオキシン類等についてさまざまな除去設備がございますが、

設備費、運転費等のバランスを踏まえて総合的に検討する必要があると考えておりま

す。 

  続きまして、1.2、現施設の排ガスに係る自主規制値等について説明させていただき

ます。次のページをごらんください。現施設の排ガスに係る自主規制値は、ばいじん

が１立方メートル当たり、0.03グラム、硫黄酸化物が30ｐｐｍ、窒素酸化物が150ｐｐ

ｍ、塩化水素が25ｐｐｍとなっております。いずれも法令等による規制値よりも厳し

いものとなっております。また、ダイオキシン類につきましては、法規制値として１

立方メートル当たり１ナノグラムとなっております。 

  続きまして、下の近隣施設の排ガスに係る自主規制値等に移らせていただきます。

表１―３は、県内の近隣施設の排ガスに係る自主規制値等を、表１―４は委員の皆様

に視察していただきました施設の排ガスに係る自主規制値をお示ししたものとなって

おります。近隣施設及び視察いたしました施設の排ガスに係る自主規制値等は、ばい

じんにつきましては１立方メートル当たり0.01から0.02グラム、硫黄酸化物につきま

しては、10から50ｐｐｍ、窒素酸化物につきましては30から150ｐｐｍ、塩化水素につ

いては10から約62ｐｐｍ、ダイオキシン類につきましては１立方メートル当たり0.01

から0.1ナノグラムとなっております。 

  続きまして、次のページ、「排水」に係る公害防止基準に移らせていただきます。

現施設の排水処理は、循環再利用方式、いわゆるクローズドシステムを採用しており

まして、公共水域及び公共下水道に排出していないため、排水に係る基準は適用され

ません。 

  続きまして、下の「騒音」「振動」に係る公害防止基準に移らさせていただきます。

現施設の騒音、振動に係る自主規制値につきましては、表３―１のとおりとなってお

ります。騒音につきましては、朝から夕方までが45デシベル、夜につきましては40デ

シベルとなっております。振動につきましては、50デシベルとなっております。 

  3.2.1、騒音規制法・振動規制法ですが、次期施設の建設予定地は、「都市計画区域

内の用途地域指定なし」となっているため、騒音規制法及び振動規制法の規制地域対

象地域外となります。 

  続きまして、3.2.2、四街道市公害防止条例に移らさせていただきます。次期施設の

建設する予定地は、「都市計画区域内の用途地域指定なし」であるため、四街道市公

害防止条例の「その他の地域」の規制基準となります。条例によるその規制基準は、

朝については55デシベル、昼については60デシベル、夕方につきましては55デシベル、

夜については50デシベルとなっております。条例によるその振動の規制基準は、昼が6
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0デシベル、夜が55デシベルとなっております。 

  続きまして、次のページ、「悪臭」に係る公害防止基準に移らせていただきます。4.

1、現施設の悪臭に係る公害防止基準でございますが、現施設の悪臭に係る自主規制値

をお示ししているのが、表４―１になります。当時の悪臭防止法の規制物質について、

臭気強度２を基準として設定したと考えられます。 

  続きまして、4.2次期施設の悪臭に係る公害防止基準に移らさていただきます。4.2.

1、悪臭防止法。次期施設の建設予定地は、「都市計画区域内の用途地域指定なし」で

あるため、悪臭防止法の対象地域外となります。 

  4.2.2、四街道市公害防止条例。四街道市公害防止条例の悪臭の規制基準は、周囲の

環境等に照らして悪臭を発生し、排出しまたは飛散する場所の周辺の人々の多数が著

しく不快を感ずると認められない程度とするとなっております。 

  続きまして、次のページに移ります。５．次期施設における自主規制値（案）とな

っております。次期施設における自主規制値（案）についてですが、本日は排ガス処

理方式の紹介・公害防止基準の紹介ですので、これは本日委員の皆様に決定していた

だく内容ではございません。しかし、重要な内容でございますので、本日事務局が現

在考えております案を説明させていただきます。 

  自主規制値を検討するに当たりましては、現施設が極めて厳しい自主規制値を設定

し、公害のない運営を行ってきた実績を踏まえまして、次期ごみ処理施設の自主規制

値を設定するに当たっては、現施設の自主規制値を一つの目安とし、最近の技術動向

を加味して設定したいと考えております。また、可能な限りエネルギーの有効活用、

低炭素社会への貢献を目指したシステムとするとともに、設備費や運転費等の経済性

も考慮する必要があると考えております。この自主規制値は、低ければ低いほどよい

と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国が設定した法規制値は、この

数字ならば健康被害を生じない数字として国が設定したものです。また、例えば一番

問題となります排ガスの自主規制値に関して言えば、自主規制値を１桁低く設定した

としても、煙突による大気への拡散で、周辺には意味のある違いをもたらしません。

お配りした資料に記載されております自主規制値の数値のみに着目されるのではなく

て、実際的見地から検討していただきますようお願い申し上げます。 

  それでは、5.1、「排ガス」の自主規制値（案）に移ります。現在事務局で考えてい

る排ガスの自主規制値（案）が表５―１のとおりです。ばいじんにつきましては、法

令による規制値が0.04 g/m3N、現施設の自主規制値が0.03 g/m3Nとなっております。

次期施設の自主規制値は、現施設と同様にバグフィルタを設置することで0.01 g/m3N

という数値が十分にクリアできるものと考え、この数値としたいと考えております。 
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  硫黄酸化物、塩化水素につきましては、湿式法を採用すれば硫黄酸化物20ｐｐｍ、

塩化水素20ｐｐｍとする数値はクリアできるところではございます。しかし、乾式法

の性能向上によりまして、例えば委員の皆様に視察していただいたクリーンプラザふ

じみでは乾式法を採用しているにもかかわらず、硫黄酸化物10ｐｐｍ、塩化水素10ｐ

ｐｍという自主規制値を設定していること、また現在建設中の船橋市南部清掃工場も

硫黄酸化物20ｐｐｍ、塩化水素20ｐｐｍという自主規制値を設定していることを考慮

しまして、乾式法でも硫黄酸化物20ｐｐｍ、塩化水素20ｐｐｍという数値をクリアで

きると考え、この数値としたいと考えております。 

  窒素酸化物につきましては、バグフィルタと触媒脱硝を設置することで、100ｐｐｍ

という数値をクリアできると考え、この数値としたいと考えております。 

  ダイオキシン類につきましては、低温ろ過式集じん機方式により0.1ナノグラムとい

う数値をクリアすることが十分可能と考えております。 

  最後に、水銀につきましては、バグフィルタと活性炭吹込法により0.03ミリグラム

という数値をクリアすることが十分可能であることから、この数値としたいと考えて

おります。 

  続きまして、その下の「騒音」、「振動」の自主規制値（案）に移ります。関連い

たしますので、一括して説明します。騒音と振動につきましては、現施設の自主規制

値よりも緩やかな法令等による規制値としたいと考えております。現施設では騒音、

振動を計測しておるのですけれども、その測定結果が平成27年度は、朝52デシベル、

昼52デシベル、夕方45デシベル、夜44デシベルと、夕方以外は現施設の自主規制値を

上回っている状況にあります。その理由としましては、現施設の操業による騒音以外

に東関道から発生する騒音や近くを流れる小川、鳥の泣き声等が影響してしまい、こ

れらの影響がない状態で騒音、振動の測定を行うことが困難であるためと考えており

ます。 

  次期ごみ処理施設等用地は、交通量が多い国道51号に面しております。市で平成28

年２月に測定したデータでは、道路近傍騒音測定結果が、昼間は73デシベル、夜間も7

3デシベルとなっております。次期施設の施設配置はまだ決まっておらず、騒音の測定

ポイントをどこに設けるかは未定でございますが、現施設の騒音、振動の測定結果を

鑑みますと、現施設と同水準、もしくはより厳しい騒音、振動の自主規制値を設けて

も、それを遵守できない可能性が極めて高いと考えて、現施設の自主規制値よりも緩

やかな法令等による規制値としたいと考えております。 

  続きまして、次のページ、悪臭の自主規制値（案）について説明させていただきま

す。現施設の悪臭の自主規制値は、アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫
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化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド及びスチレンの８物

質と、敷地境界付近の臭気濃度、臭気強度を項目としております。 

  現在は、規制対象物質数が増加いたしまして８物質から22物質となっております。

現施設の悪臭の自主規制値は、表５―４のとおり、おおむね臭気強度２以下となるよ

うに設定されております。現施設をこの自主規制値で運営している中で、周辺住民に

対しまして不快な臭気を発生することがなかったことから、次期ごみ処理施設につい

ても現施設の自主規制値で定められている物質、項目についてはこのとおりといたし

まして、定められていない物質、項目につきましては、臭気強度２以下と設定したい

と考えております。 

  説明は以上になります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質

問があればお願いいたします。 

 

〇阿部委員 排ガスの自主規制値なのですけど、現時点の焼却炉で、特に非常に過密な

みそら団地のそばにあって、特に問題は起こしていないのであれば、それを強化する

という理由はどこにあるのでしょう。現在と同じでもよろしいんじゃありませんか。 

 

〇事務局 現在の施設は山梨2002番地というところにあるのですけれども、現在の運営

でも確かにみそら団地、またその用地の周辺に対しまして特に公害等発生させている

ということはございません。確かに現施設が公害等を出していないのであれば、その

数値をそのまま採用するということも考えられるところではございますけれども、よ

り良い施設を目指すということで最近の技術動向を踏まえましてこういった数値とし

たいと考えております。以上です。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 済みません。基準を決めるときに施設の対象地域外と対象地域内というの

がありましたよね。例えば、排ガスにせよ、硫黄にせよ、そうすると今、阿部委員が

おっしゃられたことは一つの道理なのですけど、私が考えているのは、せっかくこれ

から次世代の新しい装置を入れるのに基準を妥協するということはちょっと承服でき
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ないというのがあるんです。なぜ今みんなで検討しているかというと、いかに公害を

少なくして効率のよいものを導入しようと言っているときに、これは対象外だから緩

めますとか、これは対象外だからということではなくて、やはりせっかくお金をかけ

てこれから若い人たち、次世代に譲る財産であれば、きっちりかけるものはかけて最

低限の基準のものを、公害が少ないものを導入すべきではないかと私は思うんですけ

ど、いかがでしょうか。 

 

〇矢澤部会長 事務局でその考え方といいますか、そういうものがあれば。 

 

〇事務局 今、櫻井委員がおっしゃった、排ガス等については自主規制値は厳しくなっ

ています。おっしゃられているのは、騒音と振動の関係だと思うのですけども、それ

は法規制値に戻っているという形だと思うのですけれども。ただ、申し上げたように、

現実のクリーンセンターにおいて暗騒音が入ってしまって、クリアが難しいという部

分もあります。 

  あとは、地理的なもので、現施設はみそら団地が隣接している。市街化調整区域な

のですけれども、第１種低層住宅が隣接している。吉岡区については市街化調整区域

なのです。そういう地域的な相違もございます。法令規制値と同じ設定をしているの

ですけれども、こちらにつきましては案ということですので、今後吉岡区さんとの協

議もございますので、そういう中で検討等がなされる数値であろうかと考えておりま

す。 

 

〇櫻井委員 はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

〇事務局 済みません、１点だけ補足させていいですか。確かに騒音と振動について現

施設よりも緩やかな基準ではないかというご指摘だと思うのですけれども、国道51号

線の騒音を緩和するために例えば場内に木々を植栽することで、それを緩和するとい

った方策を今後検討してまいりたいと考えております。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。 

 

〇櫻井委員 はい。 

 

〇林田委員 ちょっとよろしいですか。 



 

- 20 - 

〇矢澤部会長 林田委員。 

 

〇林田委員 少し今のお話について。騒音と振動なのですけど、３ページの下のほうに

「音のめやす（デシベル）」という、この騒音値や規制値がどのくらいのものかとい

うことが書いてあるのですけど、例えば現施設の40デシベルというのは深夜の市内・

図書館と。要は図書館の中ぐらいの騒音なのです。ですから先ほどお話ありましたよ

うに、道路とか何かあると当然超えてくるという数値になります。これが50デシベル

ですと、こういう静かな室内、こういう事務所内ぐらいの騒音ということですので、

やはり少し現施設の基準自体が非常に厳しい。とても現状でも守れていないわけです

けど、ほかの施設でもちょっと50以下にした施設はないと思います。やったにしても

今度はそれが守れない。これは地域の方にも約束を守れないことになりますので、や

はり現実的に守れる規制値ということもあるのではないかと思うのですけれども。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 それは納得しました。私はちょっと勘違いしていて、その排気ガスのほう

の基準値のことが頭に浮かんだので。あとは臭いの方ですね。悪臭の経緯の方はもう

一度よく検討していただきたいところで。あとの基準値については納得しましたので、

ありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 町田委員。 

 

〇町田副部会長 済みません。私も学識経験者として知識が少し足りないのですが、水

銀の0.03 mg/m3N。これは水俣条約を受けて国内法が施行されるときに、この値以上の

値が設定されそうなのですか。0.03 がどういう根拠かというのを。 

 

〇事務局 現在、水俣条約の採択を受けまして大気汚染防止法に水銀を指定項目として

加えようとして、パブリックコメントに今かけているのですが、その国の規制値案が0.

03となっています。 

 

〇町田副部会長 それでは、国の0.03をそのまま使っているわけですね。予想の値を。 

 

〇事務局 そういうことです。 
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〇町田副部会長 わかりました。あと、私、ちょっと排ガスのほうで先ほどの櫻井委員

がご心配されていたのですけど、いろいろダイオキシンとかいまだに昔大騒ぎしたの

で、こういう施設でつくると大変なダイオキシンとか水銀とかあるのですけど、これ

は環境白書にも出ていて、世界的な国連環境計画でも出している。日本のデータが採

用されたりしているんですけど、ダイオキシンとか水銀とか身体に入ってくるのはほ

とんど魚介類からなのです。だから、私なんかもっと極端に言えば、クリーンセンタ

ーはこうイメージ悪いから土地安ければそこ住まわせてくださいと。熱も下さいとい

うぐらいのことを市原市には言っているときがあるのですが。そういうことで、かな

り日本の基準というのは厳しい。それで、本当に健康被害を防止したければ、今厚生

労働省も水銀汚染が余りにも、例えば銚子沖の魚ですとかひどいので、妊婦さんはあ

る料理を１週間に１回以上食べないでくださいという通達を出しているんですね。も

う10年ぐらい前からかと思いますけども。ですから、この基準ではかなり排ガスでも

厳しい。それで、先ほど阿部委員から、そういうことをやられなくてもいいのじゃな

いかという意見がありましたが、むしろそういう昔ながらの排ガスのことを心配する

よりは、熱効率が悪いとか、これから資源高になって目的としたものがつくれなくな

ってしまう。ちょっと言い過ぎですけど。私は、この計画が余りにも先なので、資源

高になって、お金がなくなってそんないい施設がつくれなくなるということをちょっ

と心配しているんですけど。ということで、私としては、これはかなりもう十分過ぎ

る基準というふうにはちょっと認識しています。 

 

〇矢澤部会長 よろしいでしょうか。ほかにございますでしょうか。気持ちとしてはや

れるのなら、やれるのならというのは、極端に費用がかかってしまうとかそういう話

でなければ精いっぱいやっていただきたいということが地元の意向ですし、一般的に

はそういう感覚ですよね。どうですか、四街道市さんも多分そういう考えでおられる

と思いますので。これにつきましては今日決定ということではありませんので、また

引き続き次回になりますか、また検討を続けたいと思います。 

  ほかになければ、次に移らせていただきます。 

  次に、資料４、熱利用の方向性につきまして事務局から説明をお願いします。 

 

４－５）熱利用の方向性 

 

〇事務局 資料Ｎｏ．４、熱利用の方向性の説明をさせていただきます。着座にて失礼

します。 
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  1．熱利用の概要についてです。ごみを焼却いたしますと熱が発生いたします。熱利

用とはごみ焼却の際に発生する排ガスの熱エネルギーをボイラや熱交換器を通して温

水、蒸気、高温空気等のエネルギーに変換し、他の用途に利用することです。熱利用

にも大きく分けると２つの形態がございます。１つは、図１―１の一番上、燃焼排ガ

スの熱をボイラで蒸気に変えまして、この蒸気を使って発電機を動かして発電する形

態です。もう一つは、ボイラや熱交換器で燃焼排ガスの熱を蒸気や高温空気、温水な

どに変えまして場内での利用や周辺の余熱利用施設に供給する形態です。 

  きょう委員の皆様にご審議していただきたいのは、このごみ焼却から発生する熱を

発電として利用するのか、その他の熱エネルギーの形態で利用するのかという点でご

ざいます。 

  下の2．交付要件についてに移ります。３月９日に開催いたしました平成27年度第２

回の専門部会でも皆様にご説明したとおり、施設建設には巨額の費用がかかることか

ら、国から交付金をいただいて事業を行いたいと考えております。そのためには交付

要件となっている循環型社会形成推進計画を策定いたしまして、10月中に県を通じて

国に提出する必要がございます。この地域計画の中で余熱を利用して発電をするのか、

その他の熱エネルギーの形態で利用するのかを記述する必要がございます。平成26年

度より発電等の余熱利用を行う焼却施設の新設は、エネルギー回収型廃棄物処理施設

に該当することとなりました。循環型社会形成推進交付金制度の交付率は、エネルギ

ー回収率や災害廃棄物処理対策の実施の有無等の違いによりまして高効率エネルギー

回収型、これは２分の１となります、それと従来のエネルギー回収推進型、これが３

分の１となります。この２つに分けられます。先ほど資料ナンバー２、計画施設規模

の設定・計画ごみ質の設定でご説明したとおり、次期ごみ処理施設のエネルギー回収

型廃棄物処理施設の施設規模は日量80トンとしたいと考えております。施設規模100ト

ン以下のエネルギー回収型廃棄物処理施設で循環型社会形成推進交付金の交付を受け

るためのエネルギー回収率は、交付率２分の１とするためには15.5％、交付率３分の

１とするためには10％以上とする必要がございます。 

  次のページをごらんください。3.エネルギー回収率の試算に移らせていただきます。

余熱利用について次期ごみ処理施設は交付要件を満足する熱エネルギー回収率である

かを試算したものが表３―１になります。熱利用は、発電と現施設の余熱利用方法で

ある温水供給の２通りについて試算を行いました。条件の設定は、熱回収は双方ボイ

ラによるものとし、ボイラ効率80％に設定しました。また、場内熱消費量は30％、タ

ービン発電効率は30％とし、温水供給は１日当たり８時間を有効な供給時間としまし

た。なお、発電効率及び熱効率については、資料記載の式により算出いたしました。
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また、ごみ焼却施設では助燃材等を使用することはございますが、今回の試算では外

部熱投入量はゼロとして計算しております。試算結果は、表３―１にお示ししたとお

りでございます。表３―１の一番下、エネルギー回収率をごらんください。次期ごみ

処理施設で発電を行う場合は。エネルギー回収率が16.8％となり、交付率２分の１の

要件を満足します。温水供給を行う場合は、エネルギー回収率が8.6％となり交付なし

という試算結果となりました。 

  次のページをごらんください。4．近年の傾向について説明させていただきます。全

国のごみ焼却施設について、近年における発電設備付き施設の状況を確認したもので

ございます。近年では日量99トン以下の規模でも75％の施設が発電設備付きとなって

おります。 

  3．エネルギー回収率の試算結果や4．近年の傾向を踏まえますと、事務局としまし

ては、次期ごみ処理施設の熱利用の方向性については、発電を基本としたいと考えて

おります。本部会と並行して吉岡区と協議を進めさせていただいておりますが、吉岡

区と締結した基本合意書では双方が合意した事項を施設整備基本構想と施設整備基本

計画に反映させることとなっております。本日、熱利用の方向性を委員の皆様に決定

していただけましたら、吉岡区に市の案として提示したいと考えております。この後

ご説明する資料Ｎｏ．５、プラントメーカーへの調査項目・アンケートの設定とも関

連しますが、発電を基本とした場合はボイラ効率や発電効率等につきましてメーカー

ヒアリング等により詳細な情報を入手しまして、建設費、維持管理費のバランスを踏

まえて検討する必要がございます。 

  なお、次期ごみ処理施設で発電を行うとした場合であっても、発電後の廃熱が利用

できる可能性があります。廃熱の利用については、地元地区の要望や市民の意見等を

考慮しながら、総合的に検討することが望ましいと考えております。 

  説明は以上で終わります。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご意見、ご質問

があればお願いいたします。阿部委員。 

 

〇阿部委員 私は、エネルギーを専門としておりますので、これからのごみ処理施設と

いうのは従来のごみの単なる減容施設じゃなくて、積極的にサーマルリサイクルの施

設としてお考えいただきたいというふうに強く思います。そのためには、やはり電力

として取り出すのが一番いいのではないかというふうに考えておりますので、ぜひと

もその方向でやっていただきたいと。ごみの大部分は二酸化炭素に、全部二酸化炭素
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になるんですけど、その大半がバイオマス由来のカーボンニュートラルの炭素ですか

ら。そういう意味からいって、それから発電するというのは温暖化の防止にも多少役

に立つというふうに考えているのです。ですから、是非とも発電を行う方法でやって

いただきたいというのが私の希望です。 

 

〇矢澤部会長 櫻井委員。 

 

〇櫻井委員 私も、阿部委員と同じ意見ですが、廃熱の再利用の件もご検討していただ

きたいと。それから、ある国ではよその国からごみを輸入してというか、ただで施設

まで運んでもらって発電をして石炭とか重油とかを燃さないで、非常に環境のよい、

スウェーデンかどこかでありますよね。そういうこともあるので、これは予算とかい

ろいろありますけども、ごみの量を過剰にしろということではなく、安定的に燃すよ

うにする方法も考え、その規模も考えて。前に視察行ったときに、非常に発電で得ら

れる率が大きいとすれば、ランニングコストも安く抑えられるということも一応考え

の中に入れていただいたらいいのではないかと思います。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。何か事務局のほうで。事務局案に沿ったご意

見ではあったのですが、何かコメントがあればお願いします。 

 

〇事務局 阿部委員の発電をぜひ検討してほしいというご意見につきまして、今後次に

ご説明いたしますプラントメーカーへのアンケートの中での近時の発電効率、大変な

技術革新がございますので、どういった発電量ができるのかをぜひ事務局として調査

してまいりたいと考えております。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。 

 

〇阿部委員 １つ確認しておきたいのですけど、これで発電した電気量というのは、い

わゆる固定価格買取制度のバイオマス発電で買い取ってもらえるのですか。 

 

〇事務局 お答えいたします。そういった固定価格買取制度を利用して有利な価格で売

却している施設は多数ございますので、今後、もし発電ということに決まりましたら、

どういった形で売却するのかは今後の検討課題と認識しております。 

 



 

- 25 - 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。櫻井委員から発電以外の余熱利用につい

ても検討していただきたいという意見も出ていましたので、それはまた地元の方との

協議の中で話がされるんだと思います。 

 

〇事務局 廃熱につきましては部会長のご指摘のとおりで、今後吉岡区、地元の方とお

話し合いをする中でどういう方向がいいのかというのを見出してまいりたいと考えて

おります。 

 

〇矢澤部会長 ほかにございますでしょうか。無いようでしたら、ここひとつお諮りを

させていただきますが、熱利用の方向性につきまして事務局の案のとおり、発電を主

体で今後検討を進めていくということでよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございます。異議がないようですので、熱利用の方向性につ

きましては事務局案のとおり、具体的にはプラントメーカーへのアンケートに含めて

いくということで進めさせていただきたいと思います。 

  では、議事の６点目です。プラントメーカーへの調査項目・アンケートの設定につ

いて事務局より説明をお願いいたします。 

 

４－６）プラントメーカーへの調査項目・アンケートの設定 

 

〇事務局 それでは、私からご説明します。続きまして、資料Ｎｏ．５のプラントメー

カーへの調査項目・アンケートの設定に関する資料をお開きください。このアンケー

ト調査につきましては、次期ごみ処理施設の検討に当たりまして、最新のごみ処理施

設にかかわる技術情報や方策等に関する基礎情報をもとに進めるため、技術提案（ア

ンケート調査）を実施することとさせていただいております。 

  まず１ページ目、ページが振られていないですが、１ページ目の鑑文と２ページ目

の技術提案等協力の可否回答書については、ご説明を割愛させていただきまして、続

きまして３ページ目のプラントメーカーにこのアンケートに回答いただく際の次期ご

み処理施設のごみ焼却施設・リサイクル施設の処理量、施設規模、計画ごみ質などの
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概要となっております。３ページ目は以上です。 

  続きまして、４ページ目をごらんください。まず、1．技術提案焼却方式としてスト

ーカ式焼却方式、シャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式、こちらの３

つの中から施設概要に示しております施設規模とイニシャルコスト、ランニングコス

ト、灰の資源化等の観点からプラントメーカーに提案したい焼却方式を選択していた

だきます。 

  次に、2．エネルギーの有効利用についてで、1．技術提案焼却方式で選択したごみ

処理方式で四街道市が計画している施設規模等からどの程度エネルギー回収ができる

かを回答していただきたいと考えております。こちらにつきましては、先ほどの資料

Ｎｏ．４、熱利用の方向性の中でご説明したとおり、交付金交付要綱のエネルギー回

収率の要件をクリアすることが必須となっていることから、発電効率等についてプラ

ントメーカーから情報をいただくために設けております。なお、条件を示す必要があ

ることから、下の小さいところですが、２炉運転時、排水放流可、白防というのは白

煙防止になります。白煙防止がない条件、蒸気条件として４メガパスカル、400度と仮

定しております。 

  次のページに移ります。こちらにつきましては、近年ごみ処理施設でガスコージェ

ネレーションシステムを採用しまして、ピークカットや省エネを実現している例があ

ることから設けさせていただいたアンケート項目となります。 

  続きまして、５ページ目、６ページ目でプラントメーカーに提案した焼却方式に関

する焼却方法、概念図、各プラントメーカー独自の技術について概要を記入していた

だきたいと考えております。その次の５では、焼却主灰・飛灰、溶融主灰・飛灰、溶

融スラグ・メタルの全量資源化の可否と可の場合の資源化内容、資源化方式や資源化

技術について各プラントメーカーにご回答いただきたいと考えております。 

  最後に、６になりますが、次期ごみ処理施設の整備を進めていく上での概算事業費

を把握するため焼却施設とリサイクル施設の１トン当たりの建設単価をメーカーに記

入していただきたいと考えております。これに基づきまして、概算事業費を把握し、

基本構想に盛り込むほか、国から交付金をもらうために策定が求められております循

環型社会形成推進地域計画に反映しまして、10月中に県へ提出したいと考えておりま

す。なお、アンケート調査の送付先ですが、日量70トン以上の施設規模のストーカ式

焼却方式、シャフト式ガス化溶融方式、流動床式ガス化溶融方式の受注件数の上位６

社である日立造船株式会社、新日鉄住金エンジニアリング株式会社、株式会社タクマ、

ＪＦＥエンジニアリング株式会社、川崎重工株式会社、荏原環境プラント株式会社の

６社としたいと考えております。このプラントメーカーへの調査項目・アンケートを
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委員の皆様にご承認いただけましたら、７月初めにプラントメーカーへ送付しまして、

８月23日に開催予定の専門部会までには結果を取りまとめ、委員の皆様へご報告した

いと考えております。 

  説明は以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 ありがとうございました。ただいまアンケートの説明がございましたけ

れども、ご意見、ご質問があればお願いします。はい。 

 

〇阿部委員 質問なのですけど、ガスコージェネレーションという言葉を使ってあるん

ですが、具体的にどういうことを指すんですか。 

 

〇事務局 ガスコージェネレーションシステムというのは、ガスでまず発電を行いまし

て、発電の際に生じる余熱を、例えば場内のお湯であるとか、そういった冷暖房に使

うというとか、システムとなっております。 

  以上です。 

 

〇阿部委員 ガスコージェネレーションというのは、要するにこれは燃焼排ガスでそれ

をやるという意味ですか。 

 

〇事務局 燃焼排ガスで、例えば温水であるとか、冷暖房に使うというシステムとなっ

ております。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。 

 

〇町田副部会長 この６社にするということで、確かに実績があるから安心はできそう

なのですけども、この装置の寿命といいますか、そういうのは見積もれないのですよ

ね。見積りというか、やはり何年使えるかと。もちろん30年とか40年とかどこも似た

り寄ったりかもしれないのですが、特別うちのメーカーはこういう素材を使って高い

けども寿命が長いとか、そういうようなことはないのでしょうか。環境技研さん。燃

焼炉だけ全部取りかえるとか、そういうことが、よくというか企業などではあるので、

材質がよくなれば、寿命が長くなれば、高くなるのが当たり前ですけど、そういうと
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ころは反映されないのですか。そういうところも標準的なところでやるから比較はで

きる。わからないですけれども。そういうのは、何しろそうすると安くとれる。よく

わからないのですけど。 

 

○林田委員 無理ですね、それは。今のこの廃棄物処理施設は、大体35年以上、40年近

くもたせたいというのを今回仕様書にそ入れるとするのであれば、例えば35年以上の

使用が可能かどうかとかという項目は入れていいのかもしれません。だから、それが

難しいところだと。それが仕様書に入れていいのかどうかというのがありますので。 

 

〇町田副部会長 私が心配しているのは、ちょんぼではないですけど、安くするために

ちょっと手抜きというか、材質を悪くする。ちょっと企業のほうで京葉工業地帯で装

置を工場内に持っていて、それをハステロイにしたら物凄くよかったんで、当初そう

したほうが材質がよかったんだと。だけど、当時お金がなかったので炉がどんどん傷

んできてしまい、済みません、何の炉だからちょっと覚えていないですが、いずれに

しても高温の燃焼炉なんですけども。もちろんメンテナンスしやすいとか安くてもト

ータルのお金はそんなに変わりませんとか、そういうのはいいのですけど、後の禍根

が残らないようにというような感じで。 

 

〇事務局 今、様々なご意見をいただきましたので、アンケートに盛り込めるかどうか

も含めてちょっと検討させていただきまして、盛り込めるようであれば入れさせてい

ただき、表現方法も含めて検討させていただきたいと思います。以上でございます。 

 

〇矢澤部会長 先ほどのご説明の中でトン当たりの単価を聞いていますが、これをベー

スに概算額を決めていくようなお話でしたので、そういう意味では少し耐用年数の担

保をある程度確認した上でやっておかないと、ちょっと予算額上というか、計画上、

後で参ったなという話になる可能性もあるので。どういう聞き方するかは事務局にお

任せしたいと思いますが。この金額であれば、市として期待している耐用年数なり、

稼働期間が担保できるという、安全というか安心できるということが担保できるよう

な数字をもらえるように。設問の仕方はお任せしたいと思いますが、よろしいですか。 

 

〇永野委員 今いろいろ、いわゆる施設のことを聞いておるんですが、これはメンテな

のですが、これは何年にメンテしなければいけない。５年とか10年。そのためには費

用がかかるわけでしょうから、どのぐらいの期間でメンテをするかというのが、必要
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ではないのかなと思うんですけども。お聞きしたいと思います。 

 

〇アドバイザー 環境技研コンサルタントです。通常、環境省で言われているのが、プ

ラント設備に関しましては、何もしない状態で７年という耐用年数を定めていまして、

建屋の部分はコンクリートで50年と定められていますが、７年ですぐ廃止するという

のはできませんので、何かしらやはりこの７年で具合が悪くなってきます。取替え、

交換をやりながらメンテナンスしていくんですけれども、大体15年とか20年ぐらい経

ちますと、やはり大規模な改修工事をやっていかなければいけないというのが大体今

の施設です。 

 

〇永野委員 よろしいですか。従来の施設も何回かメンテやって、それだけの費用かか

っているということも聞いておるんですが、その辺が今度は施設でどういう形でメー

カーの方が受注するかわかりませんけども、そういうことも考慮したほうがよろしい

んじゃないかなと思います。 

 

〇矢澤部会長 阿部委員。 

 

〇阿部委員 私も同じ質問しようと思っていたのですが、やはりランニングコストとか

メンテナンス費用とか、そういうことについても何かこのアンケートに入れることは

できないかなというふうに思うのですけど。 

 

〇事務局 今回はイニシャルコストなのですが、ランニングコストにつきましては、こ

の後ごみ処理施設整備基本計画の策定を予定しております。その中で詳細について調

査をする予定でございます。ですので、今回はその建物というところでとどめたいと。

ただ、当然これは失敗したなというのはできませんので、その辺は検討をして盛り込

めるものについては、アンケートのほうに盛り込みさせていただきたいというところ

でございます。 

 

〇阿部委員 わかりました。 

 

〇古川委員 私も全くすっかり同じなので、あえて辞退申し上げようと思っていたので

すが、単純な市民感覚としまして、私が物を買うときのでも性能を検討し、購入価格

を検討し、それからおっしゃるようにランニングコストを計算し、最悪の場合は車で
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すとそれを廃車にする。原子炉で言えば廃炉。そこまでトータルで検討してこそ、本

当のコスト比較ができると思うんです。当然そういうことで、私ども入札の方法はわ

かりませんが、そういう点も条件に入札時には下げろというのですよね。今の段階で

は、そこの価格基準までの評価をしませんということで逐次やっていかれるわけです

よね。それを比較材料にするのか。高性能だけどべらぼうにかかるのでは、私らもそ

ういう結果が大事だから言うので。ちょっと検討したら良いのでは。そこのことを頭

の中に。 

 

〇矢澤部会長 何かコメントはありますか。よろしいですか。 

 

〇事務局 ご懸念される材料につきましては、十分これから検証してまいりたいという

ふうに考えております。まだ、これは施設の第一段階、入り口に立った状況というふ

うにお考えいただければと思います。 

 

〇矢澤部会長 冒頭の今後の進め方の中で、次回８月に処理方式を決定するかどうかは

ともかく、アンケート結果も含めてもう一回検討することになりますが、この場で出

ている意見というのは、費用面でイニシャルだけではちょっと問題が出るんじゃない

のというような意見なんですよね。ランニングについては、費用がいきなりぽっと出

るかどうかは別にして、例えばこの方式だったら15年に一遍、これとこれとこれは交

換が必要だとか、そういうものはアンケートではとれるのかなという。数字ではなく

て、こういうメンテが15年に一遍必要ですよということはとれるかなという気はする

のですが。 

 

〇事務局 そこら辺の表現方法も含めて、コンサルさんと相談させていただいて検討さ

せていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇矢澤部会長 ほかにご質問、ご意見ございますでしょうか。今の議題につきましては、

一部追加ということで。ランニングコストの話ともう一点が何であったかちょっと忘

れてしまったのですけど。 

 

〇林田委員 ランニングコストと、あと補修費ですね。補修というか、メンテナンス費

用。だから運営費ということになりますね。 
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〇矢澤部会長 ごめんなさい。余熱じゃないのね。 

 

〇林田委員 そうですね。 

 

〇矢澤部会長 建設単価について、40年、30年、ある程度この一定期間が担保できると

いう聞き方にしてください。長期かどうかを確認できるような聞き方。条件として35

年以上可能を想定した場合の単価を書いてとか。あと、ランニングコストが想定でき

るような定期的な補修について聞くと。その表現はお任せしますが、追加をしていた

だいて、アンケートしていただくと。そういう形でよろしいでしょうか、委員の皆様。 

 

［異議なし］ 

 

〇矢澤部会長 それでは、そういう形にさせていただきます。用意されました議事は以

上でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 

〇町田副部会長 済みません。私はきょう初めて立本先生のピンチヒッターで委員にな

りましたので、ちょっと早目に廃棄物対策課のほうにお伺いして前回の議事、専門部

会の会議次第をいただいたのですが、先ほどそこでも申し上げたんですけど、期間が

長いんですね。稼働するのが平成33年ぐらいということで。それで全体のことをいい

ますと、やっぱり今徐々になんですけども、素材高。もちろんその国際情勢によって

原油が上がったり下がったりするのがあるのですけど、素材がどんどん、どんどん、

じわじわっとコンサルタントの方だったら多分５年前、10年前だったら、これはかな

り同じものをつくるのにコストがかかっていっているのではないかと思うのです。そ

ういう意味では、これだけもう廃棄物発電ができているので。もちろん合意は、地元

の方の合意とか、そういうのは必要なんですが、できるだけ無理して縮めることはな

いと思うのですが、例えばこういう部会でも月に２回とか、少し無理かもしれません

が。それこそ縮められるところを縮めていくというのはできないことはないと思うの

です。もし、これが民間だったら競争に負けますから、もちろん環境技研さんは民間

で活動されているのですけど、いわゆる例えば私自身が石油会社にいたので、何かち

ょっとしたものをつくるといっても、ほかの会社に負けるともう一気に収益が落ちる

ので、できるだけ素材が安いときに、かつ早くやらないといけないということが染み

ついているので、できるだけ早くすると。無理してというのではなくて、合理的にま

だできるのではないかなという。済みません、コメントですけど。 
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  ちょっと素材高が待っていてお金がどんどん、東京オリンピックなんかもあるので、

わからないですけど、その辺は社会情勢が変わってくるので。一応コメントです。済

みません。 

 

〇矢澤部会長 よろしくお願いします。 

 

〇事務局 はい。 

 

〇矢澤部会長 その他について事務局からお願いします。 

 

〇事務局 次回の委員会の日程についてご案内させていただきます。平成28年度第４回

の委員会ですが、８月23日火曜日午後１時30分から市役所で開催したいと考えており

ます。 

 

〇矢澤部会長 次回８月23日火曜日の午後ということですが、委員の皆様いかがでしょ

うか。それでは、とりあえずその方向で各委員の日程調整をお願いいたします。ここ

でマイクを事務局にお返ししたいと思います。 

 

５．閉会 

〇事務局 長時間にわたりまして、委員の皆様におかれましては慎重審議いただきまし

てありがとうございました。以上をもちまして、平成28年度第３回四街道市ごみ処理

対策委員会専門部会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

 


